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BF0069

富士山静岡空港から行く！ ロシア

芸術の国ロシア２都市世界遺産めぐり

水の都サンクトペテルブルグとモスクワ７日間

クレムリン内部

富士山静岡空港発着にて中国東方航空を利用し、まずは上海へ
１泊。上海の観光後にロシア第２の都市サンクトペテルブルグ
へ。エカテリーナ宮殿の琥珀の間やピョートル夏の宮殿、カザ
ン聖堂などの豪壮な建築物を見学します。世界三大美術館のひ
とつエルミタージュ美術館のコレクションはゆっくり時間をか
けてご覧頂きます。モスクワでは世界遺産のロシア正教会の教
会が建ち並ぶクレムリンと聖ワシリイ大師堂のある赤の広場、
女子修道院のノヴォデヴィッチ修道院、セルギエフ・ポサトの
エルミタージュ外観
聖ワシリー寺院
トロイツェセルギエフ大修道院の建
コ ー ス １日目■富士山静岡空港集合 富士山静岡空港 15：40 上海空港 18：15 着後、夕食 外灘夜景見学 上海（泊）
造物群などなど見どころたっぷりの
２日目■上海市内観光（豫園・豫園商場・新天地） 昼食後、空港へ 上海空港 15：50 サンクトペテルブルグ空港 21：05 サン
ツアーです。

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

8/21㈪～27㈰

315,000円

※一人部屋をご希望の場合には
追加代金38,000円にて承ります。

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が県内より全行程に同行致します。
■宿泊予定ホテル／下記ホテル又は同等クラス
上海：アンバサダーホテル サンクトペテルブルグ：ソロソコスオリンピアガーデン
モスクワ：ホリデイインソコーリニキ
■利用予定航空会社／中国東方航空（エコノミークラス）

4泊6日

BF0070

ベストシーズンに行く！

クトペテルブルグ（泊） ３日目■エカテリーナ宮殿（バロック様式とロシア伝統の建築様式が特徴の宮殿。なかでも琥珀の間は大変美しい部屋
で知られています） 世界三大美術館のエルミタージュ美術館（本館）見学 サンクトペテルブルグ（泊） ４日目■ピョートル大帝夏
の宮殿観光（庭園内には60以上の美しい噴水があります） サンクトペテルブルグ市内観光（血の上の教会・聖イサク寺院・ペトロパブロフスク要
（皇帝の居城として
塞・ネフスキー大通り・夜景鑑賞） 寝台車にてモスクワへ 車内（泊） ５日目■世界遺産クレムリンと赤の広場観光
栄えた要塞。
聖ワシリイ大聖堂の屋根はすべてがたまねぎ型のドームになっています） 世界遺産ノヴォデヴィッチ修道院・雀ケ丘・ショッピン
グ モスクワ（泊） ６日目■世界遺産セルギエフ・ポサトのトロイツェセルギエフ大修道院の建造物観光 空港へ モスクワ
７日目■上海空港着 6：30 乗継 上海空港 11：35 富士山静岡空港着 14：45
空港 17：10

※ご旅行代金の他に、燃油付加運賃、各地空港税、航空保険料が必要となります。
（2017年２月現在約20,000円）

カナダ

世界遺産カナディアンロッキーの魅力

サンシャインメドウ花ハイキングとビクトリアの美しい街並み

カナディアンロッキーの玄関口のカルガリー
までは成田空港からの直行便を利用し専用車
でバンフへ。なぜこんなに美しい湖の色が存
在するのかと思うほど一度見たら忘れられな
いいくつもの湖や迫力のコロンビア大氷原を
観光。またサンシャインメドウは標高2220ｍ
ブッチャートガーデンイメージ
Morain Lake
ビクトリア インナーハーバーから望むエンプレス
の地点まで専用車で上がりますので初心者で
も気軽に歩けます。高山植物を見ながら最高 コ ー ス １日目■静岡駅・清水駅 以東東名インターチェンジより バスにて成田国際空港へ 成田空港 16：25
のカナディアンロッキーハイキングが楽しめ
カルガリー空港 10：40 着後、空港にて昼食 バンフへ チェックイン時間まで街散策 バンフ（泊） ２日目■
ます。
カナディアンロッキー＆コロンビア大氷原観光（レイクルイーズ・ペイトレイク・ボウレイク・コロンビア大氷原雪上車）
（車窓：バー

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

8/23㈬～28㈪

458,000円

ミリオンレイク・キャッスルマウンテン・クロウフット氷河）
※一人部屋をご希望の場合には
追加代金80,000円にて承ります。

たは中止になる場合もあります

AF0600

富士山静岡空港発着

カルガリーへ

カルガリー（泊）

４日目■国内線にてビクトリアへ

着後、ビクトリア

観光（ビーコンヒルパーク・ダウンタウンビクトリア・バスチョンスクエア・ロイヤルブリティッシュコロンビア博物館・ブッチャートガーデン）

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が県内より全行程に同行致します。
■宿泊予定ホテル／下記ホテル又は同等クラス
バンフ：MOOSE HOTEL & SUITES カルガリー：MARRIOTT CALGARY AIRPORT INN
ビクトリア：HOTEL GRAND PACIFIC
■利用予定航空会社／エアーカナダ（エコノミークラス）
■バス乗車場所／静岡駅・清水駅とご希望の以東の東名インターチェンジ ※他ご相談下さい

2泊3日

バンフ（泊） ３日目■ヨーホー国立公園観光（モレーンレイク） サン

シャインメドウ花ハイキング（約10km 所要時間３時間40分）※専門ガイドが同行 ハイキングは天候などの理由でルートの変更ま

ビクトリア（泊） ５日目■エアカナダにてバンクーバー経由成田へ ビクトリア 11：15発 バンクーバー 11：41
バンクーバー発 13：30

６日目■成田空港着 15：10

※ご旅行代金の他に、燃油付加運賃、各地空港税、航空保険料が必要となります。（2017年３月現在約15,900円）

鹿児島県

ＦＤＡでベストシーズンの鹿児島へ 大自然と文化に触れる３日間

新緑の自然遺産･屋久島３日間
＊新緑の時期を迎え、春の花が彩る屋久
島を訪れます。
＊世界遺産・屋久島に２連泊。幻想的な
風景の『白谷雲水峡』散策や世界遺産
登録地『西部林道』を見学いただきま
す。
＊世界遺産に登録された、明治産業革命
遺産『仙厳園』見学

大川の滝

いわさきホテル

出発日・旅行期間／旅行代金

旅行期間：①4/21㈮〜23㈰
出 発 日

①4/21㈮
②5/6㈯
③6/14㈬

４名様１室利用
（お一人様）和室利用

②5/6㈯〜8㈪
３名様１室利用
（お一人様）

③6/14㈬〜16㈮
２名様１室利用
（お一人様）

117,000円 119,000円 123,000円 143,000円
119,000円 121,000円 125,000円 145,000円
112,000円 114,000円 118,000円 138,000円

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が全行程に同行致します。 ■食事条件／朝２昼２夕２回
■宿泊ホテル／屋久島いわさきホテル
■利用航空会社／ＦＤＡ（フジドリームエアラインズ）

ホームページアドレス

［旅行企画・実施］
静新SBSグループ 株式会社SBSプロモーション 旅行部

〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー10階 FAX.054-289-2400

観光庁長官登録旅行業

1141号

総合旅行業務取扱管理者

染谷

剛

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

仙厳園

コ ー ス

１日目■富士山静岡空港集合（12時頃） 富士山静岡空港 13：10 FDA133 14：45 鹿
児島空港＝（貸切バス）＝南埠頭 16：00～ジェットフォイル～18：30 安房港＝屋久島いわさき
ホテル（泊） ２日目■ホテル 8：00＝（貸切バス）＝★千尋の滝（落差66ｍの豪快な滝）＝★白谷雲水峡
散策（約２時間30分滞在）＊屋久島ガイド協会ガイドがご案内＝屋久島観光センターにて昼食 13：00～13：
45＝★西部林道（世界自然遺産登録地散策） ★大川の滝（名瀑）＝★中間ガジュマル＝屋久島いわさき
ホテル（泊） ３日目■ホテル（早朝）＝安房港 7：00～ジェットフォイル～9：35 南埠頭＝（貸切バ
ス）＝★仙厳園（磯庭園、尚古集成館をコンシェルジュの案内で見学）＝★酒匠工房GENにて昼食＝鹿児島空
港 15：15 FDA134 16：45 富士山静岡空港

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

JATA正会員

白谷雲水峡

１名様１室利用
（お一人様）

平日╱ 9：30～18：00

営 業 時 間 土曜╱ 9：30～12：00
※日・祝日は休み

http://sbs-tours.com

※お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様が
お申込頂いた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービス及び手配及
び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
運送・宿泊機関などへの個人情報の提供について同意の上、お申込頂きます。

■お取消しについて：お客様は下記の取消料をお支払いいただくことによ
り、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し
出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
出発日前日
より起算して

20日前から
8日前まで

日帰りコース

－

7日前から
2日前まで

前 日

当 日

旅行開始後

旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
30日前から3日前まで
30万円以上

50,000円

海 外 旅 行 15万円以上30万円未満 30,000円

10万円以上15万円未満 20,000円
10万円未満
旅行代金の20％

2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

初夏から夏の国内旅行
「初夏から夏の国内旅行」
のポイント

日 帰 り

ハイキング、芸術鑑賞など
内容にこだわったツアーを企画致しました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

「初夏から夏の国内旅行」
お申し込みに
あたって

東京都

AF0569

日 帰 り

６～７月（日帰り）
催行状況・お申し込みはこちらから

ホームページ

SBS 旅行

検 索

①電話、ＦＡＸ、メールにてお申し込みを承っております。お申し込みの際は、①参加者
のお名前、②生年月日、③住所、④電話番号、⑤バス乗降場所をお知らせください。
②バスの座席はお申し込み順とさせていただいております。
③全ツアーともに添乗員が同行します。最少催行人員は日帰りは25名で企画しております。
AF0574

滋賀県

ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展 湖西の豊かな風土で作られた食材の恵みの味わいと山々の緑と１万本の
16世紀ネーデルラントの至宝－ボスを超えて－
カキツバタの紫のコントラストが美しい平池を見ながら森林セラピー基地
2016年オープンのすみだ北斎美術館をめぐる
【びわこ水源の森 たかしま】セラピーロードを歩く
東京都美術館では24年振りの来日となる「バベルの塔」と、16世紀ネ
ーデルラントの絵画、版画、彫刻を全体で約90点の出品作をたっぷり
鑑賞。午後は、昨年2016年11月22日にオープンしたすみだ北斎美術
館を訪れます。 ご旅行日
旅行代金
ピーテル・ブリューゲル１世 バベルの塔
1568年頃 油彩、板
Museum BVB, Rotterdam, the Netherlands

6/3㈯・9㈮

ご旅行日

6/3㈯・7㈬

お１人様

旅行代金

お１人様

14,800円（昼食付き）

コ ー ス 各地［7：00-9：00］＝上野IC
11：30-13：00

浅草ビューホテル『武蔵』にてブッフェランチ

13：15-14：15

2016年11月22日にオープンしたすみだ北斎美術館

14：30-16：00

駒形IC＝各地［18：30-20：20頃］

AF0437

千葉県

潮来の名勝･加藤州十二橋めぐりと
水郷佐原アヤメまつり

毎年多くのお客様にご参加いただいているこちらのコースは、個人ではなかなか行きにくい潮来や佐原にスポットを
当てております。まずは潮来の名勝である加藤州十二橋めぐりを約60分お楽しみいただき、あやめパークにてお花の
観賞、最後は重要伝統的建造物群保存地区伊能忠敬
ご旅行日
旧宅（寛政５年
（1793）
建築・国指定史跡）のほか
県指定文化財も８件（13棟）が小野川沿いや香取 旅行代金 お１人様
（昼食付き）
街道沿いに軒をつらねる佐原の街並みを散策。映画
■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC
やドラマ、ＣＭの撮影にも使われ
る街並みに佇めば、俳優気分が味 コ ー ス
各地［5：00-6：50］
＝潮来IC
わえるかもしれません♪

6/7㈬・10㈯

14,800円

潮来〜十二橋めぐり〜潮来

10：45-11：45

※当日の天候によって、ご乗船出来ない場合がございます。
水郷佐原あやめパーク（旧水生植物園） 12：00-12：50
（2017年４月にリニューアルオープン！！新たに与田浦と一体となった水郷風景明媚で
雄大な公園となって東洋一を誇る水生植物園の400品種150万本の花菖蒲を、改良に夢
かけた先人たちのロマンに思いを馳せながらゆっくりご堪能ください。
）
千よ福（江戸屋敷をイメージした和モダンなお店でミニ懐石弁当昼食） 13：30-14：15

佐原の街並み散策 14：15-15：15
佐原香取IC＝各地［18：40-20：30頃］

日 帰 り

AF0021

白い妖精・すずらんと絶滅危惧種・釜無ホテイアツモリソウを愛でる 長野県

花の百名山・入笠山ハイキング

毎年ご好評頂いている定番コースです！！６月初旬
より入笠湿原には約100万本の「日本すずらん」
の群生を楽しむことができます。また、絶滅危惧
種の釜無ホテイアツモリ草が150本植栽されてお
りこの時期、見頃を迎えます。ゴンドラ山
頂エリアには「入笠すずらん公園」、「八ヶ ご旅行日 6/14㈬・17㈯
岳展望台」があり、山野草と絶景が楽しめ
旅行代金 お１人様
円（昼食付き）
ます。昼食は地場産品を使用した「入笠す
■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC
ずらん御膳」をご賞味ください。

11,800

コ ー ス 各地［6：30-8：10］＝（朝霧）＝甲府南IC＝諏訪南IC＝

【花の百名山・入笠山ハイキング（入笠すずらん祭り開催中！）】昼食後、約３時間滞在
地元の季節の高原野菜、山菜、きのこなどをつかった「入笠すずらん御膳」の昼食
〜山麓駅から「ゴンドラすずらん」にて山頂駅へ（片道・約10分）〜
★入笠湿原（約100万本・日本すずらんの大群生） ★入笠すずらん公園（約150本・釜無ホテイアツモリ草）
★八ヶ岳展望台（蓼科山から八ヶ岳連峰、富士山、甲斐駒ケ岳などの眺望） ★お花畑（珍しい山野草が咲き乱れます）

※健脚な方は入笠山山頂までの登山も可能です（片道・約50分）。360℃のパノラマが広がっています。

山頂駅＋山麓駅＝温泉にて入浴休憩＝小淵沢IC＝甲府南IC＝（朝霧）＝各地
［18：30-20：10頃］

日 帰 り

AF0577

長野県

松本市の特別名勝 一ノ瀬園地のレンゲツツジ群落
新緑のみどりとレンゲツツジのオレンジのコントラストを
楽しむ乗鞍高原ハイキング

木々が艶々と眩しいほどに輝く初夏、燃えるようなオレンジ色のレンゲツツジ
が高原内に咲き乱れます。一ノ瀬園地のミズバショウ群落とレンゲツツジ群落
は、松本市の特別名勝になっています。今回は散策マップを片手に皆様自由に
ご散策いただき大自然をご満喫いただきます。
ご旅行日

6/21㈬・24㈯

旅行代金

お１人様

10,800円（昼食弁当付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

コ ー ス 各地［6：00-7：00］＝富士IC＝（朝霧高原）＝甲府南IC＝（中央道）＝松本IC＝（野麦街道）＝

梓湖＝★乗鞍高原一の瀬園地（標高1500ｍに位置する一の瀬園地の遊歩道をハイキング） 11：30-14：30
ネイチャープラザ・・・★ツツジ園・・・★あざみ池・・・★口笛の径・・・★牛留池・・・★善五郎の滝・・・★滝
見橋（オルガン橋）・・・★白樺の小径・・・ネイチャープラザ
松本IC＝（中央道）＝甲府南IC＝（朝霧高原）＝富士IC＝各地［19：00-20：00］

13,300円

（昼食付き）
■バス発着地／静岡駅、焼津駅、吉田IC

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

東京都美術館にて「バベルの塔」展鑑賞

日 帰 り

箱館山を越えた谷あいの平池では、毎年６月上旬にカキツバタが淡紫色の花を咲かせてくれます。
１万本とも言われるカキツバタの濃い紫色が、雨に濡れた山々の緑と鮮
やかなコントラストを描き出しています。

コ ー ス 各地［6：30-7：30］＝木之本IC

西友本店にてひつまむしのご昼食 11：30-12：30
カキツバタの群生地平池と森林セラピーロード 13：00-15：00
（カキツバタが群生する平池を見ながら、約2.8kmの道のりをミニハイキング）
木之本IC＝各地［18：35-19：30］

日 帰 り

AF0578

愛知県

住職によるユニークなガン予防の法話が人気の無量寺（ガン封じ寺）参拝と
10万人が訪れる 形原温泉・あじさいの里見学

毎年10万人が来場する形原あじさいまつりと今年11月までご本尊がご開帳されている無量寺へご案内致
します。ご昼食は西浦温泉の旅館で和食膳のご昼食をご用意しました。６月の西浦は比較的天候に恵まれ海
の色がとても綺麗なので、目の前に広がる海を見なが
らご昼食を楽しんでいただけるかと思います。
ご旅行日

6/10㈯・14㈬

旅行代金

お１人様

10,800円（昼食付き）

■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC

コ ー ス 各地［7：00-8：30］＝蒲郡IC＝

無量寺（ガン封じ寺）…昔から厄除け癌封じの寺で知られる平安時代の古刹です。
ご本尊西浦不動は秘仏であり特に難病
封じがご利益で、境内には全国の参拝者が祈願したガン封じ絵馬が沢山奉納されています。住職によるユニークなガ
ン予防の法話を聞くことができます。
今年11月までご開帳しております。
西浦温泉にて昼食 12：30-13：45
形原温泉・あじさいの里…毎年見頃には約10万人の観光客が訪れるあじさいまつりでは、約５万本のあじさいが園
内に咲き誇る様子や、天気が良い日には三河湾を望む景色をお楽しみいただけます。 14：15-15：45
音羽蒲郡IC＝各地［17：30-19：00頃］

日 帰 り

AF0576

神奈川県

山歩きを楽しみながらご利益を授かる
開運！！葛原ヶ岡・大仏ハイキングコースと国指定史跡 大仏切通し

今回ご紹介するコースは山歩きを楽しむだけでなく、縁結び、金運、仕事運アップなど
にご利益があるとされる神社やお寺をお参りしながら、最後には、大仏や長谷観音にも
会いに行くことができるというありがた〜いコースとなっております。また、鎌倉七口
の一つである大仏切通しも歩きます。名付けて【開運
ハイキングコース】へ是非ご参加ください！！
ご旅行日

6/16㈮・18㈰

旅行代金

お１人様

10,800円（昼食弁当付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

コ ー ス 各地［6：30-8：15］＝藤沢IC
葛原ヶ岡・大仏ハイキングコース

約５km

約４時間半

※階段が多く、
起伏が大きいところもございます。
スニーカー又は、
トレッキングシューズでお越しください。
また両手が空くようにリュックでご
参加ください。傘は危険ですので、必ず合羽をお持ちください。天気が良ければハイキングコース上でお弁当になります。敷物等お持ちください。
当日の天候や現地の道路状況により、
現地ガイドの判断でコースを変更させていただく場合がございます。
予めご了承ください。

浄智寺・・・葛原ヶ岡ハイキングコース・・・葛原ヶ岡神社・・・銭洗弁財天・・・大仏ハイキングコース・・・大仏切通し・・・鎌倉大仏・・・長谷寺
藤沢IC＝各地［17：00-18：40］

日 帰 り

AF0582

千葉県

鹿野山をピンク色に彩る約３万５千株の桃色吐息鑑賞と
高滝湖畔に佇む市原湖畔美術館

ペチュニアを品種改良した「桃色吐息」。標高300ｍの鹿野山の山肌を鮮やかなピンク色に染めます。市原
市水と彫刻の丘は、県下一の貯水面積を誇る高滝湖畔に観光と文化の拠点として平成７年11月にオープン
しました。平成23年から改修工事に着手し、平成25年８月に「市原湖畔美術館」という愛称でリニューア
ルオープンしました。現代アートを中心とした企画展や
市収蔵作品の展示をお楽しみください。
ご旅行日

7/1㈯・5㈬

旅行代金

お１人様

14,800円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

コ ー ス 各地［5：30-7：00］＝東京湾アクアライン＝君津IC＝
マザー牧場（南房総の山並みを背景に咲く約３万５千株の桃色吐息を鑑賞） 10：30-11：30
木更津アカデミアパークホテルにて洋食ランチ 12：00-13：00
市原湖畔美術館にて 13：30-15：00
市原舞鶴IC＝各地［19：00-20：30頃］

